
令和 2年 10月 12日 

報道関係各位 

一般社団法人 日本道路建設業協会 

一般社団法人 全国道の駅連絡会 

 

全国の道の駅に、今後 3年間で、小型発電機約 200台を寄贈 

～地域防災計画に位置付けられる道の駅の 100％保有を目指して～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症下の全国の道の駅は、自然災害時における防災拠点と同様に、

地域住民の生活拠点として貢献してきました。こうしたなか、全国道の駅連絡会は本年 5月、

国土交通大臣に対して今後の「ニューノーマル」を見据えた道の駅の進化についての提言を

行い、道の駅「第 3 ステージ」（2020〜2025 年）で計画している「防災機能の強化」を推進

しているところです。 

 

現在、全国の地方自治体の地域防災計画に位置付けられている道の駅の発電機保有率は、

地方部においては約半数に留まっています。一方で、台風等による停電に備える対策も急務

となっていることから、日本道路建設業協会は全国道の駅連絡会と連携し、こうした未保有

の道の駅に対して、今後３年間で保有率 100％となるよう、小型発電機約 200 台を寄贈する

こととしました。これにより、停電時における道の駅の補完電源として、生活に必須となっ

たスマートフォンの充電などに幅広く利用でき、地域住民への「安心」を提供します。 

 

 日本道路建設業協会ではこれまでも、社会貢献活動として全国の道の駅に対して、小型発

電機を累計 188 台、AED（自動体外式除細動器）累計 143 台などを寄贈し、道路利用者の    

安全・安心確保に寄与してきました。今回、全国道の駅連絡会と協力し、道の駅「第３ステ

ージ」が目指す、道の駅の防災機能強化をより一層支援するものです。 

 

 なお、本日 10月 12日（月）、10時より、南房総市役所にて、寄贈式を行う予定です。 

（出席者：石井裕南房総市長、一般社団法人日本道路建設業協会、一般社団法人日本道路建

設業協会関東支部、国土交通省関東地方整備局千葉国道事務所、関東「道の駅」連絡会） 

今年度する寄贈先の道の駅（全 67駅）は以下のとおりです。 

一般社団法人日本道路建設業協会（東京都中央区、会長：西田義則）は、一般社団法人全国

道の駅連絡会（東京都江東区、会長：石井 裕）と連携し、国土交通省が推進する道の駅の   

防災機能強化として、全国の地方自治体において地域防災計画に位置付けられる道の駅の 

発電機保有率 100％を目指し、今後３年間で約 200の道の駅に小型発電機を寄贈します。 

本日 10 月 12 日（月）、昨年の台風 15 号および 19 号で甚大な被害にあった千葉県南房総市

の道の駅７駅へ寄贈を行い、これを皮切りに、全国へ順次展開してまいります。 

 



【今年度する寄贈先の道の駅一覧】 

 

 

1 北海道 枝幸町 マリーンアイランド岡島 1 岐阜県 中津川市 花街道付知

2 北海道 中頓別町 ピンネシリ 2 岐阜県 関市 平成

3 北海道 中札内村 なかさつない 3 岐阜県 下呂市 馬瀬　美輝の里

4 北海道 室蘭市 みたら室蘭 4 岐阜県 岐阜市 柳津

5 北海道 猿払村 さるふつ公園 5 愛知県 豊根村 豊根グリーンポート宮嶋

6 北海道 旭川市 あさひかわ 6 愛知県 設楽町 アグリステーションなぐら

7 北海道 鹿追町 しかおい 7 愛知県 愛西市 立田ふれあいの里

8 北海道 真狩村 真狩フラワーセンター

1 福井県 大野市 九頭竜

1 青森県 田舎館村 いなかだて 2 滋賀県 甲良町 せせらぎの里こうら

2 青森県 外ヶ浜町 みんまや 3 滋賀県 東近江市 奥永源寺渓流の里

3 青森県 外ヶ浜町 たいらだて 4 滋賀県 東近江市 東近江市あいとうマーガレットステーション

4 岩手県 山田町 やまだ 5 滋賀県 長浜市 湖北みずどりステーション

5 秋田県 由利本荘市 岩城 6 滋賀県 米原市 伊吹の里

6 秋田県 由利本荘市 おおうち 7 京都府 京丹波町 和

7 山形県 長井市 川のみなと長井 8 京都府 京丹波町 瑞穂の里・さらびき

9 京都府 南丹市 美山ふれあい広場

1 新潟県 燕市 国上 10 大阪府 河南町 かなん

2 新潟県 三条市 燕三条地場産センター 11 兵庫県 三木市 みき

12 兵庫県 西脇市 北はりまエコミュージアム

1 群馬県 中之条町 六合 13 奈良県 平群町 大和路へぐり

2 群馬県 川場村 川場田園プラザ 14 奈良県 大淀町 吉野路　大淀ｉセンター

3 群馬県 みなかみ町 みなかみ水紀行館 15 和歌山県 岩出市 ねごろ歴史の丘

4 群馬県 みなかみ町 月夜野矢瀬親水公園

5 群馬県 みなかみ町 たくみの里 1 島根県 出雲市 大社ご縁広場

6 千葉県 南房総市 三芳村 2 島根県 安来市 広瀬・富田城

7 千葉県 南房総市 ローズマリー公園 3 島根県 松江市 本庄

8 千葉県 南房総市 ちくら・潮風王国 4 山口県 萩市 あさひ

9 千葉県 南房総市 富楽里とみやま 5 山口県 萩市 うり坊の郷ｋａｔａｍａｔａ

10 千葉県 南房総市 白浜野島崎

11 千葉県 南房総市 おおつの里 1 高知県 大月町 大月

12 千葉県 南房総市 和田浦　WA・O！ 2 高知県 室戸市 キラメッセ室戸

13 千葉県 東金市 みのりの郷東金

14 長野県 小布施町 オアシスおぶせ 1 長崎県 平戸市 昆虫の里たびら

15 長野県 小川村 おがわ 2 熊本県 菊池市 旭志

3 熊本県 八代市 坂本

4 熊本県 美里町 美里「佐俣の湯」

5 宮崎県 日南市 酒谷

6 鹿児島県 錦江町 錦江にしきの里

中国（鳥取・島根・岡山・広島・山口）

四国（徳島・香川・愛媛・高知）

九州（福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島）・沖縄

北海道

東北（青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島）

北陸（新潟・富山・石川）

関東（茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨・長野の一部）

中部（長野の一部・岐阜・静岡・愛知・三重）

近畿（福井・滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山）



【お問い合わせ先】 

 

 ＜小型発電機寄贈関連＞ 

  一般社団法人日本道路建設業協会 三平 

  TEL:03-3537-3056 

  HP: http://www.dohkenkyo.com/ 

 

 ＜道の駅関連＞ 

  一般社団法人全国道の駅連絡会事務局 廣田 

  TEL:03-5621-3188 

  HP: https://www.michi-no-eki.jp/ 

tel:03-3537-3056
tel:03-5621-3188

